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第１ 事業目的 

 都内には多種多様な産業が集積し、その中で、中小企業者は経済面・雇用面において重要な役

割を果たしていますが、近年、経営者の高齢化による廃業などを背景にその集積が失われつつあ

ります。これに歯止めをかけ、都内産業を維持・発展させていくためには、次代への円滑な事業

承継を促進していく必要があります。 

 事業承継を巡る課題は多岐にわたりますが、中小企業者の中には高度な技術力や営業力を持ち

ながらも、債務など財務上の課題により、事業承継が円滑に進まないケースが見受けられます。 

 本事業は、金融機関や事業承継に精通した専門家と連携し、財務上の課題により事業承継が進

まない中小企業者の事業承継を後押しすることを目的に、事業承継計画の策定・実行からモニタ

リングに至るまでを一貫して支援するモデル事業に対して補助するものです。 

 

第２ 本事業について 

１ 事業スキーム概要 

 本事業は、統括支援機関が実施する事業承継サポート事業（２（４））及び融資サポート事業

（２（５））並びに取扱金融機関が実施する融資事業（３（３））により構成され、統括支援機

関と取扱金融機関の相互協力の下、財務上の課題により事業承継が進まない中小企業者の事業承

継を、経営・金融の両面から支援します。 

 

【本事業のスキーム図】 
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２ 統括支援機関 

（１）統括支援機関は、取扱金融機関と連携して本事業を実施する補助対象事業者です。 

（２）統括支援機関は、次に掲げる事項を行うことを任務とします。 

ア 補助金の申請及び管理並びに経理事務 

イ 事業承継サポート事業 

ウ 融資サポート事業 

エ 取扱金融機関に対する検査（注１） 

オ その他本事業の運営に当たって必要と認められる業務（注２） 

注１ 詳細は、「別紙６ 統括支援機関が取扱金融機関に対して実施する検査の基準」をご

参照ください。 

注２ 統括支援機関は、法令の範囲内で既存債権者と債務者との合意成立に向けた支援を行

うことが想定されます。なお、専門家の利用については、（３）をご参照ください。 

（３）統括支援機関は、自らの責任において、上記（２）のうち アを除く事項で、専門的な見地

からの判断を必要とする部分について、外部の専門家を活用して行うことができます。（注

１、注２） 

注１ 専門家は、事業承継支援に精通した弁護士、公認会計士、税理士及び経営コンサルタ

ントを想定しています。 

注２ 統括支援機関は、本事業の運営に当たり法令を遵守することが求められます。したが

って、例えば法律事務に渡る業務が必要となる場合には弁護士の関与を求める等、場合に

より外部の専門家を活用することが必要となることも想定されます。 

（４）事業承継サポート事業は、本事業の支援対象者に対して、統括支援機関が経営面からの支

援等を行う事業とし、主に以下に掲げる事項を実施するものとします。 

ア 支援対象候補者が「５ 支援対象者となる中小企業者」に掲げる条件を満たすことにつ

いて確認し、支援対象者を決定します。（注） 

イ 支援対象者に対する事業承継計画の作成支援を実施します。 

ウ 取扱金融機関と連携して、事業承継計画に基づく支援の実施及び進捗状況に関するモニ

タリングを実施します。 

注 支援対象者の決定については「５ 支援対象者となる中小企業者 （３）」をご参照

ください。 

（５）統括支援機関は、次の融資サポート事業を実施します。 

ア 融資サポート事業は、統括支援機関が取扱金融機関に対し融資原資を預託することで、

支援対象者に対する融資実施を支援する事業です。 

イ 統括支援機関は、本事業における融資原資たる預託金の管理を行います。（注） 

注 詳細は、「別紙５ 預託金の管理等に関する基準」をご参照ください。 

 

３ 取扱金融機関 

（１）取扱金融機関は、（３）に掲げる融資事業を行うことを任務とします。 

（２）取扱金融機関は、自らの責任において融資実施のための与信判断を行います。 

（３）取扱金融機関は、次の融資事業を行います。 

ア 取扱金融機関は、統括支援機関からの融資原資を活用して、支援対象者に適切な条件で

融資を実施し、円滑な事業承継を後押しするものとします。 
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イ 融資の実施に当たっては、「２（４）ア」で定める統括支援機関による決定を受けるこ

ととします。 

ウ 取扱金融機関は、支援対象者の発掘活動を行います。 

 

４ 東京都 

（１）東京都が行う事項は次のとおりです。 

ア 本事業における事業者選定のための審査会を設置 

イ 統括支援機関及び取扱金融機関と事業スキームの詳細を協議 

ウ 統括支援機関が行う２（２）に掲げる任務に対して、必要と認められる以下の経費を補助

金として交付（注１、注２） 

（ア）事業承継サポート事業で発生する経費 

（イ）融資サポート事業で発生する経費（注３） 

（ウ）その他の業務で発生する経費 

 エ 補助金の執行状況等に関する検査 

  注１ 取扱金融機関で発生する経費は、補助の対象外となります。 

  注２ 補助対象経費の範囲は別紙１を参照ください。 

  注３ 「第４ 本事業の実施に当たっての留意事項 ８（４）」に掲げるように、預託金を

含む本事業の財産には、都に対する返還条件が付されています。また、統括支援機関が、

預託金の返還免除を行った場合、預託金の取崩分は、取扱金融機関に帰属します。この

ように、預託金は、最終的に都又は取扱金融機関に帰属することを前提にしているため、

預託金の原資となる補助金は、統括支援機関にとっての預り金となります。 

 

５ 支援対象者となる中小企業者 

（１）本事業の支援対象者は、次に掲げる条件をいずれも満たす者とします。 

ア 将来において事業承継を伴う具体的な計画があること。（注１） 

イ 債務等を理由として、事業承継が困難な状況にある事業者であること。 

ウ 事業承継の対象となる事業の将来性や収益性につき、事業価値が認められること。 

エ 東京都内に本店若しくは主たる事業所を置く事業者であること。 

オ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者又は中小企業

信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条に規定する中小企業者に該当すること。 

カ 大企業が実質的に経営を支配していないこと。 

キ 本事業の趣旨に鑑み、地域の経済や雇用を支えるなど、地域産業の活性化に資する事業を

承継するものであること。 

ク 以下の事業に該当しないこと。 

（ア）公序良俗に問題のある事業  

（イ）公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）により定める風俗営

業など） 

ケ 現在かつ将来にわたって、暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第

５４号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に

規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。）に該当しないこと、暴力団員
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等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わ

ないこと。 

コ 法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。（ただし、完納の見通しが立つ

場合などはこの限りではない。） 

（２）事業の形態は、個人または法人となります。 

（３）統括支援機関は、取扱金融機関及び支援対象候補者と利害関係のない、独立した者の審査

により支援対象者を決定するものとします。（注２） 

注１ 既に経営者が交代している計画は対象外となります。 

注２ （３）の詳細は、「別紙７ 支援対象者決定基準」をご参照ください。 

 

６ 事業の実施期間 

本事業の実施期間は、平成２８年４月１日を起算日として、以下のとおりです。 

（１）事業承継サポート事業を実施する期間は、起算日から１０年以内とします。 

（２）融資サポート事業において預託を行う期間は、起算日から２０年以内とします。 

（３）融資事業において融資を実施する期間は、起算日から３年以内とします。 

 

７ 事業規模 

本事業が想定する事業規模は、以下のとおりです。 

・起算日から３年以内における支援企業数は概ね３０社 

・起算日から３年以内における融資実行額は４５億円 

・１社当たりの融資実行額の限度は５億円 

・平成２８年度の補助金申請の限度額は４，７２２，６０４千円（うち、預託金４５億円） 

注 限度額の範囲内において経費の１０分の１０以内を補助します。 

 

第３ 応募資格 

１ 本募集要項に基づき、補助対象事業者である統括支援機関の選定が行われます。 

２ 統括支援機関は、本事業において支援対象者へ融資を実施する取扱金融機関を選定したうえ

で、連名で本募集要項への申込みを行います。 

３ 統括支援機関及び取扱金融機関は次の条件を満たす必要があります。 

（１）共通の条件  

ア 事業税その他租税の未申告・滞納がないこと 

イ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産者で復権を得ない者でないこと 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始申立、または民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始申立がなされていない者 

エ 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配してい

ると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと 

オ 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと 

カ 補助事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること 

（２）統括支援機関の条件 

ア 東京都内で中小企業者に対する事業承継支援を行うコンサルティング会社等 

イ 取扱金融機関との密接な相互協力関係のもと、第２ ２（２）に掲げる統括支援機関の任
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務を果たすための組織体制を構築できること 

（３）取扱金融機関の条件 

東京都内に本店を有する金融機関（都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など）である

こと。 

 

第４ 本事業の実施に当たっての留意事項 

１ 相互交流・連携 

統括支援機関及び取扱金融機関は、本事業を実施するに際し、都と相互の課題やノウハウを共

有し、連携を深めるための情報共有・相互交流の機会創出に努めなければなりません。 

 

２ 要綱の作成 

（１）統括支援機関は、本事業の実施に当たって必要な事項を明記した要綱を定め、都の承認を

受けることになります。 

（２）統括支援機関は、要綱を変更しようとするときは、その都度事前に都の承認を受けること

になります。 

 

３ 事業計画の作成 

（１）統括支援機関は、本事業の事業年度毎に事業計画を作成し、当該事業年度開始日の１４日

前までに都の承認を受けるものとします。（注） 

（２）事業計画には、融資規模及び事業承継サポート事業の内容に関する計画等が含まれるもの

とします。 

（３）統括支援機関は、事業計画を変更しようとする場合は、その都度事前に都の承認を受ける

ものとします。ただし、本事業に実質的影響のない軽微な変更については、都に対して速やか

にその報告を行うものとします。 

注 本要項における事業年度とは、本事業における事業年度をいい、４月１日から３月３１日

までの一年間とします。ただし、事業開始年度においては、事業の開始日から３月３１日ま

での期間を事業年度とみなします。 

 

４ 実績報告 

（１）統括支援機関は、四半期毎の補助事業が完了したとき及び毎事業年度の終了後、翌月１５

日までに、都に対して補助事業執行状況の実績報告を行うものとします。 

（注１、注２、注３） 

（２）事業年度中において、都から実績報告又はその他の報告を求められた場合には、統括支援

機関は、都に対して速やかにその報告を行うものとします。 

 注１ 補助事業執行状況の実績報告は、次の項目の報告を行います。 

・事業承継サポート事業で発生する経費 

・融資サポート事業で発生する経費 

・その他の業務で発生する経費 

 注２ 統括支援機関は、毎事業年度の終了後、都に対して速やかに預託金及び融資債権の増減

等についての実績報告を行います。 

 注３ 取扱金融機関が統括支援機関に対して行う実績報告は、「別紙５ 預託金の管理等に関
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する基準 第４条、第６条」をご参照下さい。 

 

５ 統括支援機関による検査 

（１）統括支援機関は、取扱金融機関に対し事業の実施状況についての検査を行うものとします。 

（２）統括支援機関は、取扱金融機関に対し事業実施状況に著しい不備があると認めたときは、

必要な是正措置を講じるように指示するものとします。 

（３）統括支援機関は、検査実施後、都に対して検査結果を速やかに報告するものとします。 

注 詳細は「別紙６ 統括支援機関が取扱金融機関に対して実施する検査の基準」をご参照下

さい。 

 

６ 区分経理 

 統括支援機関は、本事業に係る経理について、本事業以外の経理と明確に区分し、その収支

の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書

類を、本事業が完了した日の属する会計年度終了後５年間保存してください。 

 

７ 重複受給の禁止 

 統括支援機関は、本事業について複数の補助金等を受給することはできません。ただし、国、

都道府県、区市町村の実施する他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるものについては、

この限りではありません。 

 

８ 財産の取扱 

（１）統括支援機関は、取扱金融機関への預託金について、都を権利者とする担保権を設定し、

第三者への対抗要件を具備するものとします。 

（２）統括支援機関は、取扱金融機関によって適切な融資債権の管理が行われていると認められ

るときは、支援対象者からの融資返済が行われなかった額について、当該取扱金融機関から

の預託金の返還を免除することができます。ただし、その金額は、預託金総額または融資実

行額合計のいずれか小さい金額の５割を限度とします。（注１、注２） 

（３）統括支援機関が解散又は破産等の状況に陥った場合には、本事業で発生した預託金を含む

あらゆる財産の所有権は、都に移転します。 

（４） 統括支援機関は、預託を行う期間を経過した時点における残余財産を換金した上で、都

の指示に基づき、都に納付します。また、融資実施期間の終了後等、本事業に使用する予定

のない現金及び預金については、都の指示に基づき、都に納付します。 

注１ 詳細は、「別紙５ 預託金の管理等に関する基準」をご参照ください。 

注２ 取扱金融機関の既存債権に対してＤＤＳを行った場合、ＤＤＳ後の既存債権について、

預託金の返還免除は認められません（既存債権について、預託金の返還免除は認められ

ません）。 

 

９ 補助金の支払 

 都が、実績報告書の検査を行い、交付すべき補助金の額を確定した後に、補助金の支払が行

われます。 

 注１ 実績報告書の検査は、四半期毎の補助事業が完了したときに行われます。 
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注２ 毎事業年度の終了後における実績報告書の検査は、毎事業年度の終了後、速やかに行

うものとします。 

 

１０ 検査 

都の職員は、統括支援機関に対して報告を求め、又はその事務所、事業所等に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問を行うことができます。 

 

１１ 取消し 

都は、統括支援機関が次のいずれかに該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を

取り消すことができます。（注） 

（１）交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき。 

（２）偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき又は受けようとし

たとき。 

（３）補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき。 

（４）東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき。 

（５）申請要件に該当しない事実が判明したとき。 

（６）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他

法令に違反したとき。 

（７）その他、知事が補助事業として不適切と判断したとき。 

 注 取扱金融機関が上記（１）から（７）のいずれかに該当した場合についても、都は、統括支

援機関に対して行った補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。 

 

１２ その他の規則の遵守 

統括支援機関及び取扱金融機関は、この募集要項に定めるもののほか、都が定める本事業の

実施について必要な規則を遵守する必要があります。 
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第５ 支援のモデルケース 

 

事例１ 

１．背景 

・Ａ社は、業歴２０年の製造業で、同社の金型の製作や金属プレス加工は業界内で高い評価を得ている。 

・代表者６０歳、従業員１００名。年商２０億円、借入金１５億円。 

・バブル期に購入したゴルフ会員権等の不良資産の処分、為替デリバティブにより多額の損失を計上したこ

とにより、５億円の実質債務超過の状況にある。 

・現状、債務の約定弁済をできるほどのＣＦを創出できておらず、返済条件の変更を行っている状況。 

将来ＣＦを期待できる新製品開発の事業計画案はあるが、過去の借入れの負担が重く、新規の資金調達も

困難であり、事業計画案を実現できない状況。 

・代表者は、会社の財務上の問題から、息子への承継を躊躇していたが、取扱金融機関からの提案を受け

て、本事業の利用を検討。 

 

２．支援の内容 

・統括支援機関は、Ａ社による実現可能性の高い事業承継計画の策定を支援した。 

・Ａ社は、Ｂ銀行及びＣ銀行の同意を得て、Ｂ銀行及びＣ銀行による債権の一部放棄を事業承継計画に取り

入れた（合計３億円の放棄を実施する計画）。 

・また、事業承継計画の中で、取扱金融機関は統括支援機関と連携して、新製品開発に資するべく、２億円

の資本性ローンを新規に融資することとした。 

・統括支援機関は、事業承継計画に基づく経営人材の派遣等を含む支援や計画実行のモニタリング支援を実

施 

 

３．支援の成果 

・Ｂ銀行及びＣ銀行による債権の一部放棄及び取扱金融機関による資本性ローン(みなし資本)により、実質

債務超過の状態を解消した。 

・本事業の支援により、Ａ社は新製品の開発に成功するとともに、経営効率を高め体質を強化し、５年後に

息子への事業承継を完了した。 
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事例２ 

１．背景 

・Ｄ社は、業歴５０年の製造業で、高性能小型モーターを主力製品とし、小型化の技術に優れ、開発から製

造まで一括対応できる強みを持つ。 

・代表者７０歳、従業員１５名。年商１０億円、借入金５億円。 

・リーマンショックによる経済不況の影響を受けて売り上げは減少傾向。 

売上を伸ばすための事業計画案はあるが、過去の借入れの負担が重く、新規の資金調達も困難であるた

め、事業計画案を実現できない状況。 

・代表者は、会社の財務上の問題から娘への事業承継を躊躇していたが、取扱金融機関からの提案を受け

て、本事業の利用を検討。 

 

２．支援の内容 

・統括支援機関は、Ｄ社による実現可能性の高い事業承継計画の策定を支援した。 

・統括支援機関は、金融機関等を含む既存債権者との調整のために必要な支援を行い、Ｄ社はこれを受け

て、Ｅ銀行の貸付残額３億円を１．５億円でＤＰＯにより取得する合意を取り付けた。 

・取扱金融機関は、統括支援機関と連携して、Ｄ社に対してＤＰＯに必要な資金を融資するとともに、運転

資金・設備資金として１億円を資本性ローンとして融資することを決定。 

・統括支援機関は、事業承継計画に基づき、経営人材の派遣等を含む支援や計画実行のモニタリング支援を

実施。 

 

３．支援の成果 

・Ｄ社の借入金５億円が３．５億円に圧縮され、債務負担の軽減が図られるとともに、ニューマネーとして

資本性ローン１億円を得たことにより、経営改善を行う基礎が整った。 

・Ｄ社は３年後に事業計画で定めた目標を達成し、娘への事業承継を完了した。 
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事例３ 

１．背景 

・Ｆ社は、業歴３０年の小売業で、複数店舗のスーパーマーケットを運営している。Ｆ社は地域の農家や畜

産家との緊密な関係にあり、「地産地消」を経営理念に掲げている。 

・代表者６５歳、従業員２０名。年商７億円、借入金３億円。 

・近隣に大手小売店が出店した影響で売上が落ち込み、１億円の実質債務超過に陥った。 

赤字店舗を縮小し、黒字店舗に経営資源を集中することで、経営の立て直しを図る事業計画案があるが、

過去の借入れの負担が重く、新規の資金調達も困難であるため、事業計画案を実現できない状況。 

・代表者は、会社の財務上の問題から、従業員への承継を躊躇していたが、取扱金融機関からの提案を受け

て、本事業の利用を検討。 

 

２．支援の内容 

・統括支援機関は、Ｆ社による実現可能性の高い事業承継計画の策定を支援した。 

・Ｆ社は、統括支援機関及び取扱金融機関による支援を受けながら、メイン行であるＧ銀行の同意を得て、

Ｇ銀行による返済条件の変更を事業承継計画に取り入れた。 

・また、事業承継計画の中で、取扱金融機関は統括支援機関と連携して、Ｆ社の業務改善に資するべく、１

億円を新規融資することとした。 

・統括支援機関は、事業承継計画に基づき、経営人材の派遣等を含む支援や計画実行のモニタリング支援を

実施。 

 

３．支援の成果 

・Ｇ銀行の条件変更と取扱金融機関の新規融資により、Ｆ社は、黒字店舗の改築など思い切った経営改善策

を取ることが可能となった。 

・Ｆ社は３年後に事業計画で定めた目標を達成し、安定した黒字体制を確立。計画通りに金融機関への借入

金を返済する目処が立ったことから、従業員への事業承継を完了した。 
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第６ 募集期間 

 平成２８年５月２５日（水）から７月２５日（月）午後５時まで 

 

 

第７ 質問受付期間 

 平成２８年５月２５日（水）から６月２７日（月）午後５時まで 

質問を文章にて（様式自由）E-mailにより送付してください。 

＊口頭による質問は受け付けません。 

E-mail:S0000480@section.metro.tokyo.jp 

メールの件名の冒頭に「（事業承継）」の文字を記載してください。 

回答は、質問者全員にE-mailにより全質問及び回答を送付します。 

回答は、平成２８年７月４日（月）午後５時までに随時行います。 

 

 

第８ 応募書類の提出 

 募集期間内に、次の提出先まで持参し提出してください（要事前連絡）。 

 提出先：東京都産業労働局金融部金融課事業推進担当 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号東京都庁第一本庁舎29階北側 

電話 03-5320-4604 

 

第９ 提出書類 

 応募に際し、東京都に提出する書類等は次のとおりとする。 

提出書類 必要部数 備考 

企画審査会参加申込書 １部 
様式は「別紙４ 参加申込

書」に従うこと 

履歴事項全部証明書(直近３か月以

内に取得したもの) 
１部 

統括支援機関及び取扱金融

機関に係るもの 

確定申告書の写し(直近３期分) １部 
統括支援機関及び取扱金融

機関に係るもの 

企画提案書 １２部 
「別紙２ 企画提案書の記

載事項」に従うこと 

会社案内・パンフレット １２部 
統括支援機関及び取扱金融

機関に係るもの 

 

 

第１０ 審査方法 

１ 企画審査会 

（１）審査実施日 

平成２８年８月下旬を予定 

（２）審査場所 
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東京都庁内会議室を予定 

（３）出席者 

統括支援機関及び取扱金融機関の担当者 

（４）説明時間（予定） 

６０分（説明４５分、質疑応答１５分） 

（５）説明方法 

 ・事前に提出した企画提案書に基づき、プレゼンテーションを行ってください。 

・プレゼンテーションは必ず、所定の時間内で行ってください。時間を超過した場合は、プレ

ゼンテーションの途中であっても打ち切りとするので注意してください。 

・審査会当日、審査員に対して事前提出書類以外の資料を配布することは禁止します。 

（６）選定方法 

 プレゼンテーションの内容及び提出書類に基づき厳正な審査を行い、最も評価の高い提案

をした統括支援機関及び取扱金融機関の１組を選定します。 

（７）その他 

 審査会の時間、集合場所等の詳細は別途連絡します。 

 

２ 注意事項 

（１）東京都から追加資料の提出や説明を求められた場合、応募者は速やかにその対応を行って

ください。 

（２）都が補助金を支出することが困難と判断される課題が見受けられる場合（応募者として

（１）の速やかな対応が困難な場合を含む）には、企画審査会の審査は行いません。 

（３）審査結果については、採択の可否を書面で通知します。 

（４）審査結果に関する問い合わせ（不採択の理由等）には一切応じません。 

（５）東京都は必要に応じて金融分野に精通した外部専門家及びその他必要な者を審査委員に加

えることができるものとします。 

（６）東京都は、自らの裁量において予告なく本要項に定めるスケジュールや手続について、変

更又は中止等をすることができるものとします。また、東京都は、本要項に定めるスケジ

ュールや手続の変更又は中止等によって生じるいかなる損害、損失又は費用に対し、一切

の責任を負わないものとします。 

 

 

第１１ 今後のスケジュール（予定） 

・応募書類の締め切り       平成２８年７月２５日（月） 

・企画審査会の開催        平成２８年８月下旬 

・候補者の選定及び詳細協議    平成２８年８月下旬 

・事業者の決定          平成２８年９月上旬 

・事業開始に向けての準備     平成２８年９月中旬～平成２８年１０月下旬 

・事業開始            平成２８年１０月中 
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別紙１ 

補助対象経費 

 

補助対象経費は、以下①～④の条件に適合する経費で「補助対象経費一覧」に掲げる経費とする。 

① 補助事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費 

② 補助対象期間内に契約並びに物品の納品又は役務の提供が完了した経費 

③ 補助対象（使途、単価、規模等）の確認が可能であり、かつ、本事業に係るものとして、明確

に区分できる経費 

④ 財産取得となる場合は所有権が補助事業者に帰属する経費 

 

補助対象経費一覧 

経 費 区 分  内        容 

預託金 
本事業に関して統括支援機関が取扱金融機関に対し預け入れる預託金を対象とす

る。 

報償費 

本事業に関する管理業務及び専門的な見地からの判断が求められる業務に直接従事

するものが実際に携わった業務時間を対象とする。 

① 対象は、役員及び正社員等とする。 

＊ 給与・報酬等の支払実績の確認ができることを必要とする。 

② 従事者別の作業日誌の作成を必要とする。 

賃金 

本事業に関する一般事務に直接従事するものが実際に携わった業務時間を対象とす

る。 

① 対象は、正社員及び臨時社員等とする。 

＊ 給与・報酬等の支払実績の確認ができることを必要とする。 

② 従事者別の作業日誌の作成を必要とする。 

一般需用費 

本事業に関して統括支援機関で発生した一般需用費を対象とする。 

補助対象となる一般需用費の範囲は以下の通りとする。 

・ 会議費 

・ 消耗品費 

・ 印刷製本費 

・ その他、本事業に関して発生する諸経費 

役務費 

本事業に関して統括支援機関で発生した役務費を対象とする。 

補助対象となる役務費の範囲は以下の通りとする。 

・ 製本した印刷物を送付するために発生する手数料 

・ その他、本事業に関して発生する役務費 

委託料 

本事業に関して統括支援機関で発生した委託料を対象とする。 

補助対象となる委託料の範囲は以下の通りとする。 

・ 外部の専門家への委託費 

・ その他、本事業に関して発生する委託費 
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注：預託金と他の経費区分の流用は認められません 

使用料及び 

賃借料 

本事業に関して統括支援機関で発生した使用料及び賃借料を対象とする。 

補助対象となる使用料及び賃借料の範囲は以下の通りとする。 

・ 会場の借り上げ費 

・ その他、本事業に関して発生する使用料及び賃借料 
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別紙２ 

企画提案書の記載事項 

 

１ 企画提案書を記載するうえでの前提 

次の前提に基づく企画提案を行ってください。 

（１） 本事業は、技術力等を持ちながらも財務上の課題により事業承継が進まない中小企業者を

後押しすることを目的としています。 

（２） 本事業は、事業承継計画の策定・実行からモニタリングに至るまでを一貫して支援するモ

デル事業であり、中小企業者の債務負担を軽減するための様々な金融面からの支援（債権

放棄、債権売却（ＤＰＯを含む）、ＤＤＳ、ＤＥＳ、条件変更等に関する支援）が求めら

れます。 

（３） 本事業は、経営支援と金融支援を一体的に提供することを想定していることから、経営支

援を行う統括支援機関と金融支援を行う取扱金融機関が連携して業務を行うことが求めら

れます。 

（４） 本事業は、都が統括支援機関に対して、事業承継サポートに必要となる費用や融資の原資

を補助金として交付し、統括支援機関と取扱金融機関が連携して事業を実施するものです。 

そのため、補助事業として、事業の実施に当たっては、次の体制を構築することが求めら

れます。 

・ 取扱金融機関及び支援対象候補者と利害関係のない、独立した者による審査を行った

うえで、支援対象者を決定する体制 

・ 取扱金融機関と統括支援機関との連携に基づく、融資実行後の支援対象者に対する支

援及びモニタリングの体制 

・ 独立した外部有識者による審査を行ったうえで預託金返還免除を決定する体制 

・ その他業務執行を適正に行うための体制 

 

２ 企画提案書への記載内容 

第１ スキーム 

１ 事業の実施体制 

（１）事業承継支援のプロセス （注１） 

  ア 支援対象者の発掘 （注２） 

  イ 支援対象者の決定 

  ウ 事業承継計画の策定 （注３） 

  エ 債務負担を軽減するための金融支援の種類・内容 

  オ 事業承継計画を実現するための支援・モニタリングの手法 

（２）各プロセスにおける統括支援機関の人員体制（イメージ図を含む） 

  ア 支援対象者の決定 

  イ 事業承継計画の策定 

  ウ 事業承継計画を実現するための支援・モニタリングの手法 

（３）各プロセスにおける統括支援機関と取扱金融機関における連携体制 

（イメージ図を含む） 
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  ア 事業承継計画の策定 

  イ 事業承継計画を実現するための支援・モニタリングの手法 

２ 業務の適正性の確保 （注４） 

（１）支援対象者の決定における審査体制（イメージ図を含む） 

（２）融資実行後の支援対象者に対する支援・モニタリングの体制（イメージ図を含む） 

（３）統括支援機関が、取扱金融機関の審査体制や管理体制を検査するための体制 

   （イメージ図を含む） 

（４）統括支援機関が、預託金返還免除を行う際の審査体制（イメージ図を含む） 

３ 事業承継支援の実績とネットワーク （注５） 

（１）事業承継支援の実績 

（２）自社のリソース、専門家とのネットワーク 

第２ 費用積算  

１ 費用の見積り（注６、注７、注８） 

ア 都及び取扱金融機関との連携を含む本事業のコーディネート及び連絡調整 

イ 補助金の申請及び管理並びに経理事務 

ウ 事業承継サポート事業 

エ 融資サポート事業 

オ 取扱金融機関に対する検査 

カ その他本事業の運営に当たって必要と認められる業務 

第３ スケジュール  

１ 事業開始までのスケジュール 

 

注１ 実際に事業を実施することを想定した具体的な事例を３つ記載してください（３つの事例は

各々異なる金融支援としてください）。 

注２ 取扱金融機関が支援対象者の発掘を行います。 

注３ 債務負担を軽減するための金融支援の選定を含みます。 

注４ 本事業は、公金を原資とする補助事業であること、財務上の課題を抱える中小企業者に対して

融資を行うことから、慎重に支援対象者を決定することや、融資後の適切なモニタリングを行う

など、業務執行の客観性が求められます。 

注５ 本事業と関連する事業承継支援の実績、自社のリソース（グループ会社を含む）及び統括支援

機関が利用する専門家とのネットワークをご記載ください。 

注６ 本事業の支援企業数は３年間で概ね３０社ですが、企画提案書における費用の見積りは平成２

８年度に１０件の支援を実施することを前提に行ってください。 

注７ 本事業に係る費用見積をご記載ください。また、見積りに当っては、支援見込件数（１０件）、

見積時間、見積単価といった内訳を記載してください。 

注８ 「別紙１ 補助対象経費」との関係を明らかにした見積りとしてください。 

（一般需用費、役務費、使用料及び賃借料については「諸経費」と集約することも可能です） 

 

３ 注意事項 

（１）企画提案書の記載に当たっては、上記項目を全て盛り込んでください。 
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（２）企画提案書の作成等、提案参加に必要な経費は、提案者の負担としてください。 

（３）提出書類は、いずれも返却しません。不要となった書類の廃棄については、東京都が責任を

もって行います。 

（４）必要と認める場合には、追加資料を徴求することがあります。 

（５）提出書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。 

（６）企画提案書の様式は任意としますが、記載内容の項番等については、原則、上記の通りとし

てください。なお、次ページ以降に掲載している別紙３企画提案書（雛形）を参考としてくださ

い。 

（７）東京都が必要資料を別途明確に要求した場合を除き、書類提出期間後の追加資料提出は一切

認めないので注意してください。 
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別紙３ 

企画提案書（雛形） 

第１ スキーム 

１ 事業の実施体制  

（１）事業承継支援のプロセス 

事例１ 

ア 支援対象者の発掘 

 

 

イ 支援対象者の決定 

 

 

ウ 事業承継計画の策定 

 

 

エ 債務負担を軽減するための金融支援の種類・内容 

 

 

オ 事業承継計画を実現するための支援・モニタリングの手法 

 

 

    

事例２ 

ア 支援対象者の発掘 

 

 

イ 支援対象者の決定 

 

 

ウ 事業承継計画の策定 

 

 

エ 債務負担を軽減するための金融支援の種類・内容 

 

 

オ 事業承継計画を実現するための支援・モニタリングの手法 
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事例３ 

ア 支援対象者の発掘 

 

 

イ 支援対象者の決定 

 

 

ウ 事業承継計画の策定 

 

 

エ 債務負担を軽減するための金融支援の種類・内容 

 

 

オ 事業承継計画を実現するための支援・モニタリングの手法 

 

 

    

（２）各プロセスにおける統括支援機関の人員体制 

  ア 支援対象者の決定に係る人員体制（イメージ図を含む） 

 

 

 

 

 

    

  イ 事業承継計画の策定に係る人員体制（イメージ図を含む） 

 

 

 

 

 

    

 

  ウ 事業承継計画を実現するための支援・モニタリングに係る人員体制 

（イメージ図を含む） 
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（３）各プロセスにおける統括支援機関と取扱金融機関における連携体制 

  ア 事業承継計画の策定に係る連携体制（イメージ図を含む） 

 

 

 

 

 

 

    

  イ 事業承継計画を実現するための支援・モニタリングに係る連携体制 

（イメージ図を含む） 

 

 

 

 

 

 

    

２ 業務の適正性の確保  

（１）支援対象者の決定における審査体制（イメージ図を含む） 

 

 

 

 

 

    

（２）融資実行後の支援対象者に対する支援・モニタリングの体制（イメージ図を含む） 

 

 

 

 

 

    

（３）統括支援機関が、取扱金融機関の審査体制や管理体制を検査するための体制 

（イメージ図を含む） 
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（４）統括支援機関が、預託金返還免除を行う際の審査体制（イメージ図を含む） 

 

 

 

 

 

    

３ 事業承継支援の実績とネットワーク 

（１）事業承継支援の実績 

 

 

 

 

 

    

（２）自社のリソース、専門家とのネットワーク 

 

 

 

 

 

    

第２ 費用積算 

１ 費用の見積り 

経費区分 項目 金額 内訳 

報償費 補助金の申請及び管理

並びに経理事務 

 単価   ×   時間 

事業承継サポート事業  単価   ×   時間 

融資サポート事業  単価   ×   時間 

取扱金融機関の検査  単価   ×   時間 

その他の業務  単価   ×   時間 

報償費 計   

賃金 補助金の申請及び管理

並びに経理事務 

 単価   ×   時間 

事業承継サポート事業  単価   ×   時間 

融資サポート事業  単価   ×   時間 

取扱金融機関の検査  単価   ×   時間 

その他の業務  単価   ×   時間 

賃金 計   
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諸経費 

（注） 

補助金の申請及び管理

並びに経理事務 

  

 事業承継サポート事業   

 融資サポート事業   

 取扱金融機関の検査   

 その他の業務   

諸経費 計   

委託料 事業承継サポート事業  単価   ×   時間×１０件 

 融資サポート事業   

 取扱金融機関の検査   

 その他の業務   

委託料 計   

合計   

    

注 一般需用費、役務費、使用料及び賃借料 

    

第３ スケジュール  

１ 事業開始までのスケジュール 
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別紙４ 

参加申込書 

 

当グループは、金融機関と連携した事業承継支援事業統括支援機関及び取扱金融機関募集企画提

案への参加を希望します。 

 

１ 統括支援機関に応募する団体 

団体名 

 

 

所在地 

 

 

代表者（職・氏名） 

 

印 

担当部署 

 

 

担当者（職・氏名） 

 

 

連絡先 Tel  

FAX  

E-mail  

URL  

 

２ 取扱金融機関に応募する団体 

金融機関名 

 

 

所在地 

 

 

代表者（職・氏名） 

 

印 

担当部署 

 

 

担当者（職・氏名） 

 

 

連絡先 Tel  

FAX  

E-mail  

URL  
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別紙５ 

預託金の管理等に関する基準 

 

 

（目的） 

第１条 この基準は、東京都と金融機関とが連携して実施する事業承継支援における預託

金の管理及び預託金の返還免除の方法を定めることを目的とする。 

 

（預託） 

第２条 統括支援機関は、取扱金融機関と預託契約を締結し、都から交付された融資原資

相当額の補助金を、取扱金融機関に預託する。 

２ 預託金には利息は発生させないものとする。 

３ 統括支援機関は、取扱金融機関への預託金の交付を、補助金受領後において速やかに

行うものとする。 

４ 統括支援機関は、取扱金融機関への預託金について、都を権利者とする担保権を設定

し、第三者への対抗要件を具備するものとする。 

 

（預託金の返還） 

第３条 取扱金融機関は、融資実施期間の終了後から預託期間が終了するまでの間、事業

年度毎に、預託金残高から融資残高を除いた金額を、期限を定めて統括支援機関に返還

するものとする。 

２ 取扱金融機関は、預託期間の終了時点において、その時点における預託金残高を、期

限を定めて統括支援機関に返還するものとする。 

３ 都が統括支援機関に対して預託金の返還を指示した場合、統括支援機関は、取扱金融

機関に対して預託金の返還を命ずるものとする。 

４ 統括支援機関は、取扱金融機関から返還された預託金相当額の現金及び預金を、都の

指示に従い、都に納付する。 

 

（返還の報告） 

第４条 取扱金融機関は、統括支援機関に対して預託金を返還する金額について、様式１

の預託金返還等報告書による報告を行うものとする。 

２ 第 1 項の報告は、本事業が完了したとき及び毎事業年度の終了後、速やかに行うもの

とする。 

３ 統括支援機関は、取扱金融機関から預託金返還等報告書による報告を受けた場合、期

限を定めて返還を命ずるものとする。 

 

（返還免除等） 

第５条 統括支援機関は、取扱金融機関によって適切な融資債権の管理が行われていると

認められるときは、融資債権の回収が行われなかった額について、取扱金融機関からの

預託金の返還を免除することができる。 
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２ 統括支援機関は、第１項の返還免除を行った後に、取扱金融機関により融資債権の回

収が行われた場合には、相当額について返還免除した金額の減額を行う。 

３ 預託金の返還免除の合計額（第２項により返還免除の減額があったときは、その減額

後のものとする）は、預託金総額又は融資実行額合計のいずれか小さい金額の５割を限

度とする。 

４ 第１項及び第２項の融資債権の回収には、融資債権を第三者に売却した代金等も含ま

れるものとする。 

５ 返還免除及び返還免除の減額（以下「返還免除等」という。）の原因となる事象の発

生期限は、預託期間の最終日までとする。 

 

（融資債権の報告） 

第６条 取扱金融機関は、四半期毎に、様式２の融資債権報告書を統括支援機関に提出す

るものとする。 

２ 第１項の融資債権報告書には、返還免除等の原因となる事象の報告を含めるものとす

る。 

３ 融資債権報告書の具体的な提出時期は、統括支援機関と取扱金融機関が協議して決定

するものとする。 

 

（預託金返還免除審査会） 

第７条 統括支援機関は、預託金返還免除審査会（以下「免除審査会」という。）を開催

し、第５条第１項の返還免除についての審査を行う。 

２ 免除審査会の開催時期は、統括支援機関が決定する。 

３ 免除審査会は四半期毎に開催するものとする。ただし、返還免除の原因となる事象が

発生していない場合や、取扱金融機関からの報告内容に合理性が認められない場合、統

括支援機関は免除審査会を開催しないことができる。 

 

（構成等） 

第８条 免除審査会の委員は、統括支援機関、取扱金融機関及び審査の対象となる支援対

象者の支援業務に従事した専門家と利害関係のない、独立した外部の有識者３名で構成

する。 

２ 免除審査会には、委員長を置くものとする。 

 

（定足数） 

第９条 免除審査会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

２ 免除審査会に委員が出席できない場合には、委任状により代理人をたてることができ

る。 

 

（申請） 

第１０条 取扱金融機関は、免除審査会の開催の一月前までに、様式３で定める申請書、

並びに第１１条に掲げる審査を行うに当たり必要となる書類を統括支援機関に提出しな
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ければならない。 

 

（免除審査会における審査） 

第１１条 免除審査会は、取扱金融機関が統括支援機関に対して申請した、返還免除の対

象となる案件が、次の要件を満たすことを確認する。 

ア 返還免除の審査対象となる融資先は、回収が望めない状態と判断されること。 

イ 取扱金融機関によって適切な融資債権の管理が行われていることが、督促履歴の査

閲等を通じて確認できること。 

ウ 取扱金融機関が定めた貸倒償却基準等に基づき、財務会計上の貸倒償却等の決裁等

が適切に行われていること。 

エ 申請書及び審査に必要とされる書類の内容について相互に整合性が認められること。 

オ 返還免除の審査対象となる融資先が、暴力団員等の反社会的勢力に該当する等、要

綱で定める支援対象者の条件に反する事象が存在していないこと。 

カ その他必要と認められる事項。 

 

（決定方法及び申請の棄却等） 

第１２条 返還免除の決定は、免除審査会の出席委員の全会一致で行うものとする。 

２ 返還免除の審査・決定に関する議事録は、書面によりこれを残すものとする。 

３ 免除審査会は、審査により申請案件が暴力団員等の反社会的勢力に該当する事実や、

要綱及び本基準に違反する重大な事実が判明した場合には、取扱金融機関の申請を棄却

する。 

４ 返還免除の決定が行われた後に、決定案件が暴力団員等の反社会的勢力に該当する事

実や、要綱及び本基準に違反する重大な事実が判明した場合には、決定を取り消す。 

 

注 様式省略 
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別紙６ 

統括支援機関が取扱金融機関に対して実施する検査の基準 

 

 

（目的） 

第１条 この基準は、東京都と金融機関とが連携して実施する事業承継支援において、統

括支援機関が取扱金融機関に対して行う検査の指針を示すことを目的とする。統括支援

機関が、取扱金融機関の事業実施状況を検査する際に、本基準の趣旨を勘案しなければ

ならない。 

 

（取扱金融機関に対する検査） 

第２条 統括支援機関は、取扱金融機関に対し、少なくとも一事業年度に一回、次の観点

からの検査を行うものとする。 

（１）金融機関毎の規則等に従い、融資審査が適切に行われていることを、審査書類等に

より確認する。 

（２）融資債権の条件が、統括支援機関からの融資原資を活用した、適切なものとなって

いることを、契約書等により確認する。 

（３）金融機関毎の規則等に従い、債権管理が適切に行われていることを、債権管理書類

等により確認する。 

（４）金融機関毎の規則等に従い、貸倒償却等が行われた後における、回収金収受の管理

が適切に行われていることを、関連書類等により確認する。 

（５）事業承継計画に基づく支援の実施及び進捗状況に関するモニタリングが適切に行わ

れていることを、関連書類等により確認する。 

（６）その他事業の実施状況を確認するために必要と認められる事項を確認する。 

２ 検査に際し、統括支援機関は、必要に応じて関係者への質問を行う。 

３ 統括支援機関は、検査を行うに当たり、必要に応じて現地調査を行う。 

４ 統括支援機関は、検査実施後、都に対して、検査結果を速やかに報告するものとする。 

 

（書類等の提出） 

第３条 統括支援機関は、取扱金融機関に対して、前条に掲げる検査の実施を目的として、

検査の実施に当たり必要となる書類等の提出を求めることができる。 

 

（是正措置） 

第４条 統括支援機関は、取扱金融機関に対し事業実施状況に著しい不備があると認めた

ときは、必要な是正措置を講じるように指示するものとする。 

２ 統括支援機関は、講じた是正措置の内容と、取扱金融機関の対応状況を都に対して報

告するものとする。 
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別紙７ 

支援対象者決定基準 

 

（目的） 

第１条 この基準は、東京都と金融機関とが連携して実施する事業承継支援において、統

括支援機関が支援候補者を決定するための指針を示すことを目的とする。支援対象者を

決定するに当たっては、本基準を踏まえなければならない。 

 

（独立した者の審査） 

第２条 統括支援機関は、取扱金融機関及び支援対象候補者と利害関係のない、独立した

者の審査により支援対象者を決定するものとする。 

２ 第１項の審査において、審査案件が、事業価値が認められる中小企業者における事業

承継の実現を主たる目的としておらず、取扱金融機関が自己の債権を保全することを主

たる目的としていると判断されたときは、本事業の支援対象とすることは認めないもの

とする。 

 

（審査項目） 

第３条 統括支援機関は、支援対象者を決定するに当たり、次の事項を全て確認するもの

とする。 

（１）都の公金を原資として支援することが、相応しいと認められること。 

（２）本事業の支援が、取引先である都内中小企業者等の経営安定や地域の雇用安定につ

ながること。 

（３）収益性の根拠となる、具体的な技術力や営業力等が存在すること。 

（４）支援対象候補者が、債務超過など事業承継が困難となった原因を分析し、対策を行

ってきていること。 

（５） 案件発掘、既存債権者との合意形成に向けた支援、取扱金融機関が行う金融支援

など、取扱金融機関の努力が認められること。 

（６）取扱金融機関を含む金融機関のプロパー融資や、他の公的制度の利用のみでは支援

が困難であるため、本事業による支援の必要性が認められることが、合理的な範囲で

確認できること。 

（７）本事業の支援対象者の条件をいずれも満たしていること。 

（８）その他必要と認められる事項 

２ 既存債権における取扱金融機関の融資残高比率が高いほど、慎重な審査を行ったうえ

で、支援対象者を決定しなければならない。 

 

（事業承継が困難な状況） 

第４条 本事業の支援対象者の条件における「債務等を理由として、事業承継が困難な状

況」とは、以下に示す状況が該当する。 

（１）事業規模に比して負債額が大きいことにより、追加の資金調達が難しく、事業承継

が困難であること。 
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（２）実質的な債務超過の状況にあり、事業承継が困難であること。 

（３）現状の利益水準では債務償還年数が長期に渡り、事業承継が困難であること。 

２ 本事業は、第１項の状況を改善し事業承継を実現するための、合理的な事業承継計画

を策定できるものを支援対象者とする。 

３ 第２項の事業承継計画は、事業承継計画の策定後、最初に到来する事業年度開始の日

から５年以内を目処に事業承継を実現できるものとする。 

 

（事業の将来性や収益性） 

第５条 本事業の支援対象者の条件における「事業承継の対象となる事業の将来性や収益

性につき、事業価値が認められる」とは、債務など財務上の課題を抱えるものの、高度

な技術力や営業力を有することから、本事業の支援による財務上の課題解決により、以

下に示す指標の改善が複数見込まれる状況が該当する。 

（１）支援開始後の合理的な期間内に、売上高経常利益率等の収益性の指標の改善が図ら

れること。 

（２）支援開始後の合理的な期間内に、債務償還年数やインタレストカバレッジレシオ等

の資金繰りの指標の改善が図られること。 

（３）支援開始後の合理的な期間内に、付加価値率等の成長性の指標の改善が図られるこ

と。 

２ 第１項における指標の改善は、事業承継計画の策定後、最初に到来する事業年度開始

の日から５年以内を目処に事業承継を実現するために、必要十分なものとすること。 

 

（支援対象候補者の個別事情への配慮） 

第６条 統括支援機関は、支援対象者の決定に当たって、第４条及び第５条に記載の事項

を形式的に判断することなく、支援対象候補者の置かれた個別の事情等の定性的な要因

を十分に加味しなければならない。 


